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〔入学式〕  新入生代表宣誓   〔対面式〕  校章授章 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

質問 クラスのみんなの様子と担任の先生自慢をどうぞ。 

〔１組〕ｸﾞﾙｰﾌﾟができて、それぞれに楽しんでいる。 

優しくて、とってもいい先生。 

〔２組〕最初は、静かだと思っていたけど、だんだんなれて

きて明るく楽しいクラス。 

優しくて、おもしろい先生。 

〔３組〕最初からうるさい。授業中もうるさいクラス。初対面

でもすぐなじめた。 

すごい美人。クールビューティ。さばさばしていて、

何でも相談できそうな先生。 

〔４組〕最初はグループだったけど、みんな仲良くて、おもし

ろく陽気な人が多いクラス。 

おもしろい。たまにジョーダンを言ってくれる先生。 

〔５組〕のりのいい人が多くて、笑いが伝染していく感じ。和

気あいあいなクラス。 

元気で、クラスを盛り上げてくれそうな先生。 

質問 中学と高校の違いは何かな？ 

生徒Ａ：気が楽。しばられない自由な感じがする。 

生徒Ｂ：女子だけなので、すぐまとまるし、いじめとかない。 

生徒Ｃ：話しかけやすく、仲良くなるのも早い。 

生徒Ｄ：話しやすい。自分の意見も言いやすい。 

生徒Ｃ：開放感から、騒ぎやすい。 

生徒Ｅ：自分から積極的にいかないとね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒Ｅ：グループ活動も女子だけなので、わかり合える。 

気が楽！！ 

生徒Ａ：部活動の数が多い。部活の時間が長い。 

生徒Ａ：髪型が自由（中学の校則よりも）。素でいられる。 

生徒Ｄ：愛情弁当も嬉しい。友達と寄り道できる。 

質問 なぜ館女を選んだのですか？ 

生徒Ｅ：学校説明会、ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙに参加して楽しそうだっ

た。 

生徒 C：そうそう、話した事がない先輩が優しく話しかけて

くれた。 

生徒Ｄ：先輩たちが、楽しそう。進学率がいい。 

生徒Ａ：先輩が優しくて、楽しそうにしていたから。 

生徒Ｂ：先輩が積極的に取り組んでいて、凄いなと思って。

やりたい部活があった。 

質問 生徒会の先輩たちによるオリエンテーションはどう

だった？ 

生徒Ｄ：知らない人とも自然に話ができてよかった。 

初めての人とも話ができた。 

生徒Ｃ：先輩方が積極的に行動していて凄いと思った。 

生徒Ｅ：いつの間にか、自然と仲良くできた。 

生徒Ｂ：めっちゃ楽しかった。 

生徒Ａ：解らないことも親切に教えてもらえた。 

  

クラス会長さん全員が明るくて、目的意識が高そうでした。 

これからのクラス運営を期待したいと思います。 

みなさん、ご協力ありがとうございました。 

 

大川 世凪 （１－１） 

三田 依奈 （１－２） 

青木 優実 （１－３） 

田村亜加莉 （１－４） 

新井 鈴菜 （１－５） 
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４月９日(火)、２０２名の１年生が入学しました。 

館女での高校生活スタートの様子を各クラスの 

クラス会長さんに聞きました。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ▲全校での歓迎会           ▲台中女子校の歌とダンス 

  
 ▲茶道部によるお茶会         ▲折り紙体験 

  
 ▲バディーとの昼食交流①      ▲バディーとの昼食交流② 

  
 ▲生物の授業での交流        ▲音楽の授業での交流 

  
▲案内・折り紙係の３年生        ▲バディーとのお別れ会 

                                                                

 

今回のインタビューでは、校長の長谷川充先生に 

お話をうかがいました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 館女の印象はどうですか？ 

２年ぶりの赴任ですが、館女生は明るく素直で元気で

あいさつがしっかりできるところは変わっていないと感

じます。毎日、勉強はもちろん部活動に行事に一生懸

命に頑張っているところが素晴らしいと思います。 

質問 趣味は何ですか？ 

読書、ドライブ、ゴルフです。邑楽町の図書館で毎週、

面白そうな本を借りています。また、最近はドライブで

「道の駅」めぐりをしています。ゴルフはなかなか上達し

ませんが、今年こそはベストスコアを更新します。 

質問 教師を目指されたきっかけは何ですか？ 

小学校２年生のときの作文に将来は学校の先生になり

たいと書いたようです。理由は思い出せませんが、そろ

ばんを習っていたので計算が得意で、算数が好きで、

学校が楽しかったのだと思います。中学、高校と進むう

ちに高校の数学教師になろうと決めました。 

質問 高校時代の思い出を教えてください！ 

高校入学の動機が教師になることでしたので、教育学

部を目指して勉強に励んでいました。今から思うと、家

から１０ｋｍも離れた男子校まで雨の日も風の日も毎日、

よく自転車で通学したなあと思い出されます。ある本に

よると、勉強前の３０分のやや強めの有酸素運動は脳

を活性化させるそうです。 

質問 最後に、館女生に向けてメッセージをお願いします。 

自分自身で自分に壁を作らず大きな夢に向かってチャ

レンジすることが大切です。得意なことを一生懸命に伸

ばし、得意なこと、好きなことを世の中の人のために役

立てることが幸せにつながります。 

 

  ありがとうございました。質問は以上です。 

４月１６日に台中女子高級中學の生徒３２名が来

校しました。全校生徒が体育館に集合し、吹奏楽部、マン

ドリン・ギター部、筝曲部、ダンス部の生徒がパフォーマンスを

披露しました。さらに茶道と折り紙の文化体験、バディーとの

昼食交流、生物と音楽の授業体験を経て、お別れ会の時

間になると、互いに抱擁し別れを惜しむ姿が見られました。

当日はスケジュールの変更により、バディーを希望しながらも

十分な交流ができない生徒もいました。生徒会、放送部の

皆さんを始め、臨機応変に裏方に回り、運営をしてくれた生

徒や先生方のおかげで素晴らしい学校交流となりました。 

 

 



 

 

４月２０日(土)に、第３５回強歩大会が行われまし

た。1位でゴールした金井愛さんと菊池愛梨さん（３

時間２４分）にお話をうかがいました！ 

 

 

 

 

 

 

質問 おめでとうございます。二人一緒のゴールでしたね。

強歩大会の朝、目覚めたとき何を思いましたか？ 

金井：楽しみと思う気持ちと、早く終わらないかな！みたい

な気持ちでした。 

菊池：ちょっと不安でした。 

質問 当日、どんなふうに走ろうと思いましたか？ 

金井：短距離よりも長距離のほうが得意なので、２キロくら

いまでは早く走ってその後は一定で行こうと思いまし

た。    

菊池：私も長距離のほうがいいです。二人で一緒にゴール

するつもりで、ペース配分をしていました。 

質問 走っている間、どんなことを考えていましたか？ま

た感じていたことはありますか？ 

金井：関門と関門の間隔が短く感じました。 

菊池：初めのころは、大学や部活のこと将来のことを考え

て走っていました。途中から、行けると感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 走り続けて、足や体調は大丈夫でしたか？ 

金井：気持ちは行けると思っていても足が重くて上がらな

い状態でした。 

菊池：私も同じで、だんだんと足が上がらなくなってきたけ

れど頑張りました。 

質問 ゴールした時の気分はどうでしたか？ 

金井：やっと終わった。３年間、終わった。 

菊池：３年間やり終えて、淋しさもあるけど、もう一生やりた

くない。 

質問 ２人とも、３年生で、３回強歩大会に参加しましたね。

今、何を感じていますか？ 

金井：３年間やりきった満足感です。 

菊池：友達みんなと、一緒に歩きたかったなと思いました。 

 

 金井さん、菊池さん、ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成から令和へ 

平成 31年 4月 29日(月)アゼリアモールで箏曲部

による演奏会が行われ、｢さくらさくら｣｢となりのﾄﾄﾛ｣｢世

界に一つだけの花｣などが演奏されました。また、令和元

年5月4日(土)大泉文化むらにおいて、吹奏楽部によ

る定期演奏会が開催され、書道部とのコラボによるパフ

ォーマンスも行われました。 



 

 

★３月２日(土)～３月１２日(火）の１１日間、ニュージーラン

ドのワイウク高校で語学研修を行って参りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★研修に参加した 2 年生の

立川依奈さん（左）と、松本

早生さん（右）にインタビュー

を行いました。 

質問 NZ研修で一番印象

に残ったことは何ですか？ 

松本：バディーと一緒に授業を受けたことです。日本では 

生徒が発言する場面はあまり多くありませんが、ニ

ュージーランドの生徒はずっとしゃべり通しでした！ 

立川：ホームステイ先がとて

も温かい家族で私たち

を受け入れてくれたこと

です。日本文化を尊重し

てくれて、食事の前には

「いただきます」と言ってくれました。やってみたいこと、

ホーキーポーキーアイスとフィッシュアンドチップスを食

べる、ビーチに行くなど、みんな叶えてくれました。  

質問 日本と違ったところは？ 

松本： 夕方日が暮れるのがすごく遅いことですね。夕食

のあとにまだ外で遊べるんです。外のテラスで食事

もできるし、常に自然に触れている印象でした。    

立川：毎日家族みんなで食事をしていました。その時に 

「今日はどうだった？」と自分達の話も聞いてくれて 

家族で過ごす時間を大切にしている印象でした。 

質問 参加する前と後で、変化はありますか？ 

松本：もっと勉強して英語力を向上させたいと思いました。 

また初対面でもフレンドリーな生徒達と接して、自分 

自身の心もオープンになった気がします。‘Sorry’,   

‘OK’,‘Yes’ばかり言っていたので、その３つの発音 

が良くなりました。それと、体重も増えました（笑）。 

立川：すぐに「ありがとう」と感謝の言葉を言えるようになり 

ました。話すときはアイコンタクトが大事だと感じて    

実践してます。それから、日に焼けましたね（笑）。 

質問 研修に興味がある人たちに一言どうぞ！ 

二人：行きたいと迷ってい

る人はぜ行ってみ

てほしいです。最初

は怖くてもすぐ仲良

くなれるし、どうにか

なります。ぜひチャ

レンジしてみてください！ 

★帰国後の「校内英語スピーチ発表会」では、ニュージー

ランドで学んだことで下記のような発表がありました。 

What we have learned …. 

1. Communication with others is fun! 

2. We need to always 

 try to improve our English skills. 

  3. We should be thankful  

for the help from others. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲 示 板 
☆マンドリン・ギター部 定期演奏会 
   ６月８日（土）＠館林文化会館    

   開場 １３：３０  開演 １４：００ 

☆ダンス部 発表会 
６月 9日（日） ＠三の丸芸術ホール 

   開場 １３：３０  開演 １４：００ 

☆イラスト研究部 展示会 
６月 9日（日） ＠館林文化会館 小ホール 

   開始 １０：００  終了 １６：００ 

 ※時間は当日多少前後する可能性があります。 

 次回は７月発行予定です。             


